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発行 仙台市泉区老人クラブ連合会
【泉中央老人福祉センター内】
℡ ０２２－３７３－１２８５
発行責任者

「東北ブロック老人クラブリーダー研修会」
去る７月１１日（木）～１２日（金）盛岡市つなぎ温泉「ホテ
ル紫苑」にて出席者４４７名のもと「東北ブロック老人クラブリ
ーダー研修会」が開催された。会議は岩手県老人クラブ連合会の
千葉副会長の開会から始まり挨拶に立った全国老人クラブ連合会
の松坂理事（仙台市老人クラブ連合会会長）は、
「会員減少に歯止
閉幕した。
めをかけるべく平成２６年度から５年簡実施した会員増強に運動
も全都道府県・指定都市で運動開始時の会員数を下回る結果とな
った。各位におかれては現状を理解していただき、今後のあるべ
き方向について十分意見交換し、今回の研修会が実りのある有意
義な結果になるよう願うものである。
」と強調した。
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NO. ２２９号

《泉区老連理事会》
７月１６日（火）
２０１８年（平成３０年）８月１日
議 題
発行 仙台市泉区老人クラブ連合会
【泉中央老人福祉センター内】
（１）地域社会福祉活動促進事業及び高齢者ウオー
℡ ０２２－３７３－１２８５
キング事業補助金申請審査会の開催について
発行責任者
松 坂
尚
〇日 時 ８月７日（水）１０時

〇場 所 泉社会福祉センター1F「社会適応訓
練室」
（２）第 5 回泉区老連グラウンド・ゴルフ大会につ
いて

その後、
「①本運動の取り
組み教訓から学んだこと②
今後の会員加入促進の取り
組み③高齢化社会における
老人クラブの役割」の 3 つ
のテーマについてグループ
討議がされた。
最後に松坂会長から次年度は７月 16（木）～１７日（金）仙台
市の秋保温泉で開催する旨の報告により研修会が閉幕した。

《仙老連正副会長会報告》
議
題
〇

７月 2 日（火）

〇期 日：10 月 22 日（火）
（＊当日「即位礼正殿の儀」に伴い祝日であるが、
大会は予定どおり実施する予定であること。）
（３）その他
報 告
（１）令和元年度 「泉区敬老会」について
〇日 時 10 月 30 日（水）13：30～
〇場 所 仙台銀行 イズミティ 21
（2）その他

《各専門部よりの提案・報告》

仙台市長感謝状受賞者の推薦について

総務部～
泉区老連福祉大会（10/25）について
（松陵寿会：近藤清治 氏 将寿会：坂爪 卓 氏）
連絡事項
（１）第３９回ゲートボール第１３回ペタンク大会
〇日

時：9 月６日（金）8：30～

〇場

所：シェルコム仙台

（２）高齢者生きがい健康祭について
○日 時：９月２８日（土）10：00～
〇場

所：勾当台公園市民広場

〇内 容
・ステージ：六和功演技、舞踊（仙台音頭）等
・テントブース：産直野菜、手芸コーナー等
（３）健康歌謡教室の開催について
○日

時：９月 13 日（金）～11 月 15 日（金）
（全 7 回開催：時間 13 時～15 時）

〇場

所：仙台市台原老人福祉センター

〇申 込：9 月 9 日（月）

〇9 月 5 日（木）「被表彰候補者の推薦」締切
＊各単老で該当者についてご検討願います
～後日、文書で報告していただきます～
〇9 月 17 日（火）第 6 回理事会において
「被表彰候補者の推薦候補者」を審議決定
〇9 月 25 日（水）単老会長へ「表彰者決定通知」
〇10 月２５日（金）令和元年度福祉大会

広報部～
（１）伊達なクラブいずみ 241 号の発行
（２）広報誌 241 号（8 月）を仙老連 HP に掲載

教養文化部～
（１）令和元年度「第 12 回作品展」について
〇日 時：10 月 24 日（木）14：30～16：00
10 月 25 日（金）10：00～15：00
〇場 所：イズミティ 21〖2F 市民ギャラリー〗

若手部～
〇令和元年度第 2 回泉区老連麻雀大会
【女性部との共催により１１/３０（土）開催】

（２）令和元年度「第 22 回芸能まつり」について
〇日 時：10 月 25 日（金）11：00～15
〇場 所：イズミティ 21 〖1F 小ホール〗

後日、 ※

後日、単位老人クラブ会長あてに要項が送付さ
れます。多数の出品及び出演についてよろしく
お願いいたします。

保健体育部～
（１）ゲートボール大会及びペタンク大会（7/8）
①参加人数（155 名）
・ゲートボール・・10 チーム
・ペタンク・・・・16 チーム（役員 1 チーム含）
②成績
・ゲートボールの部・・・優勝：実沢長生会
準優勝：南中山かたくり会 3 位：朴沢長寿会
・ペタンクの部・・・・・優勝：将寿会 B
準優勝：山の寺五葉会 3 位：役員チーム

（2）仙老連第３９回ゲートボール大会及び第１3
回ペタンク大会について
①期
日：９月６日（金）
②申込締切：８月９日（金）
《＊地区老会長が取りまとめてください》
③競技方法
・ゲートボール：地区老連チーム対抗団体戦
（泉区老連より４チーム）
・ペタンク・・・１地区１チーム
（３）泉区老連スポーツ大会
①日 時：９月１３日（金）9：00～16：00
②場 所：泉総合運動場「体育館」
（４）仙老連体育祭・・・・・１０月１１日（金）
（５）グラウンド・ゴルフ大会 11 月 1 日（金）
女性部～
〇９月２８日（土）勾当台公園市民広場にて開催の
「高齢者生きがい健康祭」に舞踊（仙台音頭）披露
〇10 月 30 日（水）イズミティ２１大ホールにて
開催の「泉区敬老会」に舞踊２曲を披露

〖～地区老・単老のホットな情報～〗
東二地区・山の寺つくも会
会 長：曳地 清
当地区は、６単老で構成され「つくも会」はその
一つで会員数は 49 名です。
さて、当会での活動状況をいくつか紹介させてい
ただきます。毎月発行している会報「つくも」は今
回で３０３号になりましたが、常に読みやすい紙面
づくりを心がけています。また、誕生会、新年会に
は 40 名程度の参加者があり大盛況です。敬老会行
事では記念品と紅白の餅とメッセージをセットにし
て該当者（古希、喜寿、米寿）に提供しております。
平成 23 年の東日本大震災でいただきました救援
拠金は、本会の設立 20 年記念事業の一環としまし
て「文集つくも」を発行しました。町内からの助成
金は、日頃の活動と町内公園の花壇整備等に充てて
おります。
サークル活動は、カラオケ、若返り体操、ゲート
ボール、麻雀等があり、町内会等の行事にも会員が
積極的に参加しまして楽しい雰囲気づくりを大切に
しております。
つくも会には、抱えていた課題（役員、会員、健
康、見守り、関係団体等をどのように取り扱うこと）
がありますが、ここ数年は元気な会員が役員になり、
役員全員がベストの運営向けて頑張っているところ
です。

【9 月は南地区です。＊原稿締切日：8/19】
★地区老ごとに担当の単老を決めてください

地区老会長さんは、とりまとめをよろしくお願い
します
【森田さん事務局在室日】
泉中央老人福祉センター内
8月

2 日（金）

9：00～11：00

5 日（月）１３：00～15：00
9 日（金） 9：00～11：00
16 日（金） 9：00～11：00
19 日（月） 理事会
23 日（金） 9：00～11：00

☆乞うご期待ください‼

26 日（月）１３：00～15：00

